
No 中国語 ピンイン 日本語

1 邮局 yóujú 郵便局。
2 邮件 yóujiàn 郵便物。
3 快递 kuàidì 速達。
4 快件 kuàijiàn 速達郵便。
5 快信 kuàixìn 速達郵便。
6 快递公司 kuàidì gōngsī 速達運送会社。
7 上门快递 shàngmén kuàidì 宅配便。
8 送货上门 sòng huò shàng mén 宅配。宅配する。
9 送到家里 sòngdào jiāli 宅配。宅配する。
10 送货服务 sònghuò fúwù 宅配。宅配サービス。
11 邮购 yóugòu 通販で購入する。
12 国际邮件 guójì yóujiàn 国際郵便。
13 国内邮件 guónèi yóujiàn 国内郵便。
14 特快专递 tèkuài zhuāndì 速達。
15 国际特快专递 guójì tèkuài zhuāndì 国際速達。ＥＭＳ。
16 航空信 hángkōngxìn 航空便。
17 空运 kōngyùn 航空便。
18 海运 hǎiyùn 船便。
19 水陆路 shuǐlùlù 水路と陸路。
20 空运水陆路 kōngyùn shuǐlùlù SAL便。エコノミー航空便。
21 平信 píngxìn 普通郵便。
22 单子 dānzi 用紙。表。シーツ。
23 包裹单 bāoguǒdān 小包発送用紙。
24 邮寄单 yóujìdān 郵便送り状。
25 运单 yùndān 貨物送り状。
26 清单 qīngdān 明細書。
27 填表 tiánbiǎo 用紙に記入する。
28 填写 tiánxiě 書き込む。記入する。
29 寄件人 jìjiànrén 差出人。
30 寄信人 jìxìnrén 差出人。
31 收件人 shōujiànrén 受取人。
32 收信人 shōuxìnrén 受取人。
33 姓名 xìngmíng 姓名。姓と名。
34 公司名称 gōngsī míngchēng 会社名。
35 〜收 〜shōu 〜⽅。〜様。
36 地址 dìzhǐ 住所。所在地。
37 回信地址 huíxìn dìzhǐ 返信用住所。
38 邮政编码 yóuzhèng biānmǎ 郵便番号。
39 邮政编码簿 yóuzhèng biānmǎ bù 郵便番号簿。
40 电话 diànhuà 電話。
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41 电话号码 diànhuà hàomǎ 電話番号。
42 城市 chéngshì 都市。
43 内件物品 nèi jiàn wùpǐn 内容物。
44 分类 fēnlèi 分類する。
45 属性选择 shǔxìng xuǎnzé 属性選択。
46 数量 shùliàng 数量。
47 件数 jiànshù 件数。
48 重量 zhòngliàng 重量。
49 分量 fènliàng 重さ。目⽅。
50 备注 bèizhù 備考欄。
51 易碎品 yìsuìpǐn 割れ物。壊れやすいもの。
52 易碎物品 yìsuì wùpǐn 割れ物。壊れやすいもの。
53 包裹 bāoguǒ 小包。
54 邮包 yóubāo 郵便小包。
55 箱子 xiāngzi 箱。
56 文件 wénjiàn 書類。手紙。
57 信 xìn 手紙。
58 信件 xìnjiàn 郵便物。
59 电报 diànbào 電報。
60 明信片 míngxìnpiàn ハガキ。
61 贺年片 hèniánpiàn 年賀はがき。年賀状。
62 贺卡 hèkǎ グリーティングカード。
63 美术明信片 měishùmíngxìnpiàn 絵はがき。
64 信纸 xìnzhǐ 便せん。
65 信笺 xìnjiān 便せん。
66 信封 xìnfēng 封筒。
67 法定规格的信封 fǎdìng guīgé de xìnfēng 定型封筒。
68 邮票 yóupiào 切手。
69 纪念邮票 jìniàn yóupiào 記念切手。
70 联张邮票 lián zhāng yóupiào つながった切手。
71 整版邮票 zhěng bǎn yóupiào 切手シート。
72 邮票一联 yóupiào yī lián 切手シート。
73 邮票一联三张 yóupiào yī lián sān zhāng 切手シート３枚。
74 糨糊 jiànhu のり。
75 称重量 chēng zhòngliàng 重さを量る。
76 超重 chāozhòng 重量オーバー。
77 邮戳 yóuchuō 消印。
78 邮政日戳 yóuzhèng rìchuō 日付消印。
79 邮资戳 yóuzīchuō 料金別納印。
80 邮费 yóufèi 郵便料金。
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81 邮资 yóuzī 郵便料金。
82 手续费 shǒuxùfèi 手数料。
83 保价信 bǎojiàxìn 現金書留。
84 挂号 guàhào 書留。
85 挂号信 guàhàoxìn 書留。
86 邮汇 yóuhuì 郵便為替。
87 保险 bǎoxiǎn 保険。
88 邮政储蓄 yóuzhèngchǔxù 郵便貯金。郵便局の銀行業務。
89 邮局职员 yóujú zhíyuán 郵便局員。
90 邮政工作人员 yóuzhèng gōngzuò rényuán 郵便スタッフ。
91 邮递员 yóudìyuán 郵便配達人。
92 邮筒 yóutǒng 郵便ポスト。
93 信筒 xìngtǒng 郵便ポスト。
94 信箱 xīnxiāng 郵便受け。
95 投寄 tóujì 投函する。
96 投进口 tóujìnkǒu 投函口。
97 投信口 tóuxìnkǒu ポストの投函口。
98 邮政⻋ yóuzhèngchē 郵便車。
99 寄 jì 郵送する。送る。
100 附 fù 同封する。
101 附件 fùjiàn 同封物。
102 收 shōu 受け取る。受け入れる。しまう。
103 受 shòu 受ける。受け取る。
104 接 jiē 受け取る。収める。迎える。引き継ぐ。接す。
105 取 qǔ 手に取る。手にする。受け取る。選ぶ。
106 交 jiāo 渡す。
107 递 dì 送り届ける。手渡す。
108 递送 dìsòng 届ける。配達する。
109 投递 tóudì 届ける。配達する。
110 邮递 yóudì 届ける。配達する。
111 配送 pèisòng 配送する。
112 搬运货物 bānyùn huòwù 貨物を運送する。
113 收信 shōuxìn 手紙を受け取る。
114 接信 jiē xìn 手紙を受け取る。
115 交货 jiāo huò モノを渡す。
116 取货 qǔ huò モノを受け取る。
117 取包裹 qǔ bāoguǒ 小包を受け取る。
118 收到 shōudào 受け取る。
119 受到 shòudào 受ける。
120 接到 jiēdào 受け取る。
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121 接受 jiēshòu 与えられた物を受け取る。受け入れる。
122 领取 lǐngqǔ 支給、発給されたものを受け取る。
123 收取 shōuqǔ もらう。受け取る。
124 提取 tíqǔ 引き取る。取り出す。
125 寄快递 jì kuàidì 速達を送る。
126 查快递 chá kuàidì 速達状況を調べる。
127 寄到日本 jì dào rìběn 日本に送る。
128 快递查询 kuàidì cháxún 速達照会。速達状況問合せ。
129 快递单号 kuàidì dān hào 速達発送管理番号。
130 追踪单号 zhuīzōng dān hào 追跡番号。
131 物流业 wùliúyè 流通産業。
132 流通业 liútōngyè 流通産業。
133 搬运站 bānyùn zhàn 物流ステーション。
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